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本日の出席率８０％：会員数４８名・出席３０名・欠席１２名・出席規定免除会員（９）６名・ビジター３名

前々回の修正出席率８８.３７％：出席２９名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席４名

　本日はクラブ協議会です。 次年

度幹事の芥川 圭一郎君に担当し

て頂き、 先月行われました 「２０１

８－２０１９　２７４０地区ＰＥＴＳと地

区研修セミナー」 の報告をして頂

きます。 出席頂きました次年度理

事役員の皆様宜しくお願い致しま

す。

　さて、 近日の報道番組 ・ TV ニュースでは政治やスポーツに関

して不祥事がクローズアップされているようですが、 皆様はどの

ように感じておられますか？事実かそうでないか、報道のやり方、

当事者の動向など様々な面を視聴者側として意見を持ってい

らっしゃると思います。 私は映画やドラマが好きです。 いつの間

にか自分が主人公になってしまっています。 その習慣かこれら

の報道を見たときに、 事件当事者 ・ 報道者 ・ 視聴者とそれぞれ

の側に自分が立ったらどうするか相手はどう感じるかを考えてし

まいます。 そのうちに、 自分の仕事や生活面で似かよった事が

有ったなあとか、 これから有るかもしれないとも思いながら見て

います。

　「人の振り見て我が振り直せ」 何事も自分の行動言動に対して

相手がどう感じるか、 どう判断されるかを考えて過ごさなければ

いけないと思っています。
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佐世保南ロータリークラブ

　　　　太田 博道 様

佐世保南ロータリークラブ

　　　　西沢 雅幸 様

佐世保東ローターアクトクラブ

　　　　松尾 純一郎 様

１．例会変更・休会　
　　　　＊佐世保東ロータリークラブ

　　　　　　日時　６月１３日 （水） １８：３０～　

　　　　　　場所　ホテルオークラ JR ハウステンボス　

　　　　　　　　　　※新旧委員交代式のため

２．来信
　　■ガバナー事務所

　　　　 ・ ポリオサバイバーの実話に基づく映画

　　　　　　『ブレス  しあわせの呼吸』 のご案内

　　　　 ・ 新しい EU 一般データ保護規則 （GDPR） に伴う

　　　　　　プライバシー方針の改定について

　　　　 ・ 会員の功績を称えるロータリーの表彰　

　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　 ・ 2018-19 年度地区名簿作成に伴うお願い

　　　■佐世保南ロータリークラブより

　　　　 ・ 第 46 回佐世保市内 8RC 親睦ゴルフ大会 _ お礼と決算

３．依頼・伝達
　　　 ・ 今週は、 次年度幹事によります第８回クラブ協議会となっ

　　　　ております。 次年度の芥川 圭一郎幹事、 地区研修や協

　　　　議会等のご報告をよろしくお願い致します。

　　　 ・ 来週５月３１日は、 青少年奉仕月間で、 最後のゲスト卓　

　　　　話　島瀬美術博物館館長　安田 恭子さんに卓話をお願

　　　　い致しております。 いろんな企画を立て、 毎回動員数が

　　　　急増している取り組みなどお話し頂きます。

池永 隆司君
　皆様もご存知の様に、 東京オリンピック

が２０２０年７月２４日～８月９日開催されま

すが、 その年、 佐世保中央ＲＣは創立３

０周年を迎えます。 さらには、 その年は

日本のロータリー１００周年にあたります。

その我が国最初のロータリークラブ、 １９

２０年 （大正９年） 創立された東京ＲＣについてお話します。
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本日の合計　　　　     21,000 円

本年度の累計　　　  1041,018 円

■第８回クラブ協議会■

佐世保南ロータリークラブ 太田 博道様
佐世保南ＲＣの太田です。 お久しぶりにお邪魔します。

佐世保南ロータリークラブ 西沢 雅幸様
佐世保南ＲＣよりメークアップに来ました西沢です。 昼間はそ

うでも無いんですが、 夜は田雑さんとよくご一緒させて頂いて

おります。 今晩いかがですか？

岩政 孝会長・岡田 文俊副会長・川島 千鶴幹事
佐世保南ＲＣの太田 博道様、 西沢 雅幸様、 佐世保東Ｒ

ＡＴの松尾 純一郎様のご来訪誠にありがとうございます。

いよいよ、 次年度が本格的に始動致します。 今日は次

年度幹事 芥川圭一郎君の担当卓話です。 どうぞよろしく

お願い致します。 先週の８ＲＣ会長、 幹事会も終わり、

ひとつずつ行事もラストを迎えられました。 皆様のご協力

ありがとうございます。

岩政 孝君・牛島 義亮君・井上 亮君・池永 隆司君
野村 和義君・平岩 義明君・前田 眞澄君・崎元 英伸君
宮﨑 宗長君

先週末、岡 光正君が主催された黒島での 「坂道のアポロン」

の上映会に行って来ました。 当日は約２００名もの方がお見

えになる、 素晴らしい上映会でした。 岡 光正君、 大変なご

苦労をされたことと思います。 お疲れ様でした。 当日参加し

た全員よりニコニコします。

崎元 英伸会長エレクト・芥川 圭一郎次年度幹事
本日のクラブ協議会では、 先月開催されました、 地区研修、

～地区研修・協議会報告～

　ロータリーの友、 ２０１８年４月号の特集メークアップのすすめ

に掲載されていた 「国内最大の受け入れ態勢とその役割」 を

紹介します。

※以下、 ロータリーの友参照

　東京ＲＣは日本最古にして最大のクラブであるため、 他クラブ

から大変多くのビジターがいらっしゃいます。 移動例会としてク

ラブの皆さんで訪問されるケースも多く、１例会当たり訪れるメー

クアップのビジターやゲストの人数は平均して国内から１２人、

海外から１人となっています。

　国内ビジターは親睦活動委員会の国内受付で、海外ビジター

は国際奉仕委員会の海外受付でお迎えし、 会場監督 （ＳＡＡ）

と協力して運営に当たっています。

　海外ビジターの紹介は、 基本的に外国人会員が行うようにし

ています。 会員数が３３７人以上で会場が広いため、 テーブル

数は２４と多く、 ビジターの方々には１テーブル２人程度に分か

れて座って頂くようにしています。

　尚、 海外からのビジター、 ゲストには、 イヤホンによる同時

通訳も行っています。 例会場の帝国ホテルは、 常に多数のビ

ジターを受け入れられる食事の準備を行っており、 アレルギー

や宗教上の制約、 ベジタリアンへの対応も行っています。

　東京ＲＣは一度はメークアップしてみたいクラブではないかと

思います。

協議会の報告をさせていただきます。 参加頂いた皆様、 宜

しくお願いします。

岡 光正君
皆様、 こんにちは！２０日に開催しました、 黒島での映画 「坂

道のアポロン」 の上映会。 島の人口の半分に相当する、 ２０

０名の方に観て頂き大盛況で大変喜んで頂きました。これも、

携わって頂きました、 「シネマボックス太陽」 の牛島 義亮社

長をはじめ、 岩政 孝会長率いる佐世保中央ＲＣの皆様方の

多大な支援のお陰だと思います。本当に有難うございました。

ロータリーの絆に感謝致します。 これで、 私も黒島の方々に

少し恩返しができたと思っています。

田中 啓輔君
先週、 会長から当社のアスクル事業のＰＲをして頂いたおか

げで２社の方から契約をして頂きました。 ありがとうございまし

た。 会長！今月のノルマがあと２社です。 頑張って下さい。

片桐 康利君
お誕生日のお祝いを頂きました。 ありがとうございます。 ４２

歳になりました。 現在、 後厄なので残り７ヶ月、 体にも仕事

にも気を付けて頑張ります。 本日はありがとうございます。

　４月１５日、 ホテルオークラ JR ハウステ

ンボスで２０１８～２０１９年度地区研修 ・ 協

議会が開催されました。

　今回の研修 ・ 協議会に分科会の設定

はなく、 福田金治ガバナーエレクトの RI

テーマと地区運営方針説明の後、 地区委員長より各委員会の

事業計画の発表されるなど、 懇親会に至るまで大変スマートな

運営という印象を受けました。

　当クラブからも常任委員会の委員長やその代理の皆さんに参

加していただき有意義な時間を持つことができましたことに感謝

いたします。

2018-19 年度会長　崎元 英伸君　
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　４月１５日に 「２７４０地区 ２０１８～２０１９

年度 地区研修会 ・ 協議会」 に出席して

きました。 研修会 ・ 協議会の進行がとて

もスムーズで、 講演等の内容も非常にわ

かりやすく感じました。

　私が担当することになる 「公共イメージ」

についての重要事項は、 会員の 「My Rotary」 登録についてで

す。 いろいろな事業所でもそうですが、 今やペーパーレスの流

れは当然であり、 ロータリーにおいても次年度より 「手引き」 等

資料配付は中止となります。 今後は 「My Rotary」 に必要な文

章が掲示され、 それをダウンロードするようになります。

　各クラブの「My Rotary」への会員登録目標は、５０％以上となっ

ています。 当クラブでは既に７０％程度まで進捗していますが、

さらに進んで皆さん全員に登録していただき、「My Rotary」をしっ

かりと利活用していただければと思います。

2018-19 公共イメージ・会報委員長　香月 章彦君　

　会員増強含めて、 今回は分科会がな

かったので中身が見えない地区研修では

ありましたが、 福田金治ガバナーエレクト

が詳しく説明され、 シンプルな進行であっ

たと思います。 前年度の成果発表なども

あれば良かったかとも思いました。

2018-19 会員増強委員長　八重野 一洋君
　

　岡田副会長の名代として参加させてい

ただきました。 まずもって、 崎本エレクト

ごちそうさまでした。 地区理事会を理解

せずに参加しましたが、 ロータリーとは何

かという命題の一部を垣間見ることができ、 大変貴重な経験をさ

せていただきました。

　ＣＬＰとは、 次年度の方針は、 クラブとしての活動とロータリア

ンの心構えなど、 詳しく説明すると枚挙にいとまがありませんの

で、 それについては次年度幹事に預けることとします。

　会場に到着すると玄関先からＲＣメンバーにお迎えしてもらい、

会場内でも錚々たるメンバーが何人も並んで笑顔で応対されて

ました。 会議についてもちょうどいいタイミングで休憩をはさみ、

大人数での長時間の会議をストレスなく過ごすことができました。

また、 懇親会については立食ではありましたが、 長すぎない開

会の挨拶、 時間の使い方など、 絶妙なタイミングだと感じていま

す。 様々なイベントの開催地としてのあり方と心構えについて大

変気付かされた一日でした。

2018-19 奉仕プロジェクト委員長 
代理 吉野 英樹君　　次年度地区クラブ管理運営委員会事業

計画ではクラブ活性化のために、 各クラ

ブに以下のことを要望し、 当委員会もそ

れをフォローすべく活動の指針とします。

①工夫をこらした例会とすること。

②クラブ目標、 計画、 プロジェクトを明確にする。

明確な目標→活動計画　　会員のモチベーションを喚起

③会員同士が互いに知り合い、 親睦を深められる環境を作る。

④会員向けサイト 「My Rotary」 からいろいろな情報活用できる

ことを知る。

⑤クラブ ・ リーダーシップ ・ プラン （CLP) を参考に。

⑥ロータリーの目的を忘れずに。

⑦国際ロータリーの規則で、 クラブ定款 ・ クラブ細則は作成する

ことが義務付けられているので必ず製作して下さい。

ということでした。

また、 地区大会の日程が決まっております。

【地区大会記念懇親ゴルフ大会】

2018 年 11 月 16 日 （金） 8 ： 00 スタート

場所 ： 佐世保カントリークラブ

【RI 会長代理歓迎晩餐会】

2018 年 11 月 16 日 （金） 18 ： 00 開会

場所 ： ホテルオークラ JR ハウステンボス

【地区大会本会議】

2018 年 11 月 17 日 （土） 13 ： 00 開会

場所 ： アルカス SASEBO

【地区大会記念懇親会】

2018 年 11 月 17 日 （土） 17 ： 30 開会

場所 ： ホテルオークラ JR ハウステンボス

となっております。 せっかく佐世保で開催されますので、 皆様と

共に参加できればと思います。

2018-19 副幹事 山口 裕之君　

　今年の地区研修 ・ 協議会は、 各委員

会ごとに分かれるのでなく、 終始、 同じ

会場で全体会議形式で行われました。

　全体会議では、 RI テーマ ・ 次年度国

際ロータリーの運営方針 ・ 次年度地区の

運営方針の説明がありました。

・ 次年度国際ロータリーの運営方針では、 RAC のクラブ数 ・ 会

員数を現在の倍にする。

・ 次年度地区の運営方針では、 ロータリー財団への寄付は、 １

５０ドル、 米山記念奨学会への寄付は、 １６， ０００円とする。

等の報告 ・ お願いがありました。 また、 地区大会は、 １１月１６

日 （金） ～１７日 （土） で、 佐世保カントリークラブ・ホテルオー

クラ JR ハウステンボス ・ アルカスＳＡＥＢＯにて開催されます。 ご

当地開催ということで、 全員参加でお願いします。

　ちなみに、 国際大会は、 ドイツ　ハンブルグで２０１９年６月１日

～５日です。

2018-19 年度幹事　芥川 圭一郎君
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ＳＡＡ：平岩義明君

次回例会／５月３１日１２：３０～

【地区研修・協議会の様子】
　


	1301.aiＨＰ用
	1301-2.aiＨＰ用
	1301-3.aiＨＰ用
	1301-4.aiＨＰ用

